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伝笑鳩
＊＊ 亥年来て元気溢れる伝笑鳩 飛び立ち始め３０周年 ＊＊
今月も盛り沢山の伝笑鳩になりました。ご笑覧下さい。
例会参加の森昤二先生からのカンパも森沢山です。
東京・樋口七郎

今月の一笑
「言いにくい言葉」
摘出手術中（てきしゅつしゅじゅつ）
きゃりーぱみゅぱみゅ
抗マラリア薬（こうまらりあやく）
元・横綱朝青龍の本名
ドルゴルスレン・ダグワドルジ氏
東京・桑原妙子

七郎流映画解説「これが映画だ！」

3 月に印象に残っている映画・・・「麗しのサブリナ」・・・「ローマの休日」で衝撃的なデビューをはたし
て、いきなりアカデミー主演女優賞にかがやいたオードリー・ヘップバーン出演の映画です。
⇒ ⇒ ⇒ 大富豪家のお抱え運転手の娘サブリナは大富豪家のぐうたらの次男ときまじめな長男を好きに
なりましたが、結果は長男と結ばれる・・・めでたしめでたし・・・です。

愛知気晴亭・加藤勝彦 伝笑鳩 353 ありがとうございます。”令和“の時代が始まりました。
土曜の NHK ダジャレボヤキ川柳も、新番組へ。益々楽しい伝笑鳩になる様祈念致します。
こちらも桜が満開になりました。プロ野球も開幕。楽しくなります。ご自愛祈念致します。

長野・松原伸伍

皆様の作品を読んで元気を頂いております。

大分春めいてまいりましたが如何おすごしですか。いつも伝笑鳩をありがとうございます。

福島・松山カオリ

生き生きとしたメンバーのお顔を頭の中に描いて・・・

ペコペコとハガキに頭を下げております。今月も又「ごめんなさい」・・・・・・。
変集鳥 ⇒ 松山さんへ 「近況報告お待ちしています。どうぞゆったりとお過ごし下さい」

新潟永林寺・佐藤憲雄 “伝笑鳩”4 月号御恵投の栄を嬉しく拝受、御厚礼申上げます。 合掌
東京・高栄子

春三月・・・誕生日・・・一歳年を取りましたが、益々元気です。

伝笑鳩の前変集鳥の門口氏のかなざわ生涯現役会も大協力の金沢区制七十周年記念で山本
富士子講演会に出席、変わりなくおきれいな（実は私の亡き叔母にそっくり）お姿で心に人生
の宝物を持つを、お話しされました。サミュエル・ウルマンの「人は理想を失った時老いる」
の冒頭から心に響くお話でしたね。

米岡泰 南亭琴内

どんでん返し（報告）山本富士子さんの講演会（3 月 22 日）を聞いて

天下の美女の老後というのは、中々むずかしいテーマですね。
回りからチヤホヤされながら美しく老いるというのは、中々苦労されたことでしょう。立ち居振舞にしても
年齢相応の話題の選択とか、それに対する判断や意見の開陳は、同時に聞いていた聴衆の興味本位の岡目八目
に耐えねばなりませんから、大変ですね。サミュエル・ウルマンを引き合いに出したのは意外でしたが成功で
す。他人を見掛けだけで判断するのはいけないとよく言われますが、お富士さんの場合は、長生きして、他人
の目が実はどうであったのかを確認していくのが老後の大きな楽しみとなることでしょう。
ご健闘を祈ります。

さくら咲き 本格的な 春が来る ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥 曽田英夫】
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しば選

ものは付け

第 219 回の題

「あなたおねがいよと言いたいものは」

秀逸笑
愛妻に捧げる歌～あなたお願いよ♪ 先に死なないで♪
神奈川 大鳥羽裕太郎
【評】関白宣言は、俺より先に死んではいけないと強がりだがこれが本音

金笑

旦那への愚痴 3 連発～ あなた必ず○○してよ！

神奈川 吉村 由美子

洗面所の電気は必ず消す・水道の蛇口は必ず閉める・便座は必ず下げる

銀笑

濡れ落ち葉の亭主へ～あなた私から離れて

埼 玉

酒井 典子

銅笑

掃除・洗濯・食器洗い～あなたの担当にお願いね

埼 玉

石原 義三

小笑
あなた～愛読書は、「妻のトリセツ」なんて言わないで
あなた～今月も赤字よ！でも過労死はしないで
あなた～すぐばれるような嘘をつかないで
離婚届への捺印～お願いね
私のこと忘れないでね～お願いよ
麻生さん～失言や暴言はもうやめて（無理かもね）
忖度発言議員～あの道路を早く着工してね～山口、福岡県民
これで勝てば優勝～団体戦の最後の選手へ
孫のおねだり対応と機嫌取り～お願いね
孫に託す次世
お銚子もう一本

熊 本
千 葉
神奈川
東 京
神奈川
埼 玉
東 京
東 京
高 知
千 葉
神奈川

松野
岡部
藤倉
野本
浜田
高木
樋口
藤野
高橋
田中
志賀

信夫
千代松
由紀子
浩一
頓坊
正明
七郎
哲康
満子
清咊
明

トイレ関連
トイレから早く出て（酒井典子） 紙様お願い～トイレで紙が無くなった時（こ百合・稲葉浅冶）
ジョークサロン・ものは付け関連
ものは付けへの知恵投資（高橋満子） 秀逸笑にお願いよ（樋口七郎）
ジョークサロンで大笑いしても入歯だけは吐き出さないで（松野信夫）
伝笑鳩もいいけど万葉集も読んでよね（北沢正嗣）
妻へのお願いごと
お願いお願い捨てないで（海郷達人） 一品でいいから料理作って（藤倉由紀子）
老後の面倒（稲葉浅治） 小遣のベースアップ（志賀明）

第 220 回の題 「ご苦労様と頭が下がるものは」 （出題：国民一同）
締切は通常の 5 月 10 日です。 （なお、伝笑鳩 356 号 221 回は早くなります。5 月末頃の予定です）
送付先：〒203-0023
東京都東久留米市南沢 2-7-6
柴本和夫宛
PC メール
kazuo.shibamoto@gmail.com
携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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東京・稲葉浅治

川柳

「ゆっくり」

ゆっくりと母の手を引き墓参り

ストレスをゆっくり流す終い風呂
定年後ゆっくり登る峠道

長野・松原伸伍

ゆっくりと妻の歩幅で冬の寺
ゆっくりと聞いて絆か強くなる

川柳風都々逸もどき（五・七・五・七・五）

この頃は赤ちゃん返りの八十路かな 首からさげてるまいご札
つぎつぎにサプリを変えてみたけれど つかれやすさは元のまま
ぼけられぬ孫の面倒ババが負い ババの面倒ジジが負う

京都・大石脩

ダジャ連発!!!
「君んとこのチーム 30 連勝！」
「快便ぞろいに大放屁さ」
「健康そのものだね」
「押し出しフォアボールが多かったね」
「圧（お）しの一手か」
「そだね」

「パンジーの大きな美花の数々が、もう咲
きだした模様ですと、植物園ではなく動物
園からの情報です」
「どういうこと???」
「アハハハ･･･珍パンジーよ」
「彼は納得してくれたわ」
「その証拠は？」
「うふん！ つまり、納豆食うタカラよ」
「ふうむ。you にも彼は宝だなぁ!」
「粘り気があるからね」

「清純派女優が脱いだ」
「もっと脱ぎなさい！」
「これ以上は皮です」
「ハハハ･････君、可愛いよ」

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド 119
《林家木久扇・漫画家志望、鎌倉の清水崑に入門 → 落語家へ》
☆ 鎌倉の清水崑氏に 弟子入りをした まずは漫画家 落語家に
☆ 「食べたべ会」では 「快腸」だった ラーメン始めた 頃のこと
☆ その当時 仲間集めて 全国ラーメン 党結成
☆ 田中角栄 事務所に行って 中国進出 話など
☆ ラーメン党員 １万人の 応援団員 その力

《何でもかんでも都々逸に詠んでみる魁》
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

トランプの ゴラン高原 余計な博打 選挙狙いの 丁か半
金網張っては 年中監視 火種抱えた イスラエル
写真家の 野町和義 世界の遺産 同じペトラも やはりプロ
少し後輩 元気が良くて 世界秘境の 写真展
江戸絵画「ミラクル・ワールド奇想の系譜」 迫力満点 笑顔呼ぶ
相続・争族 争続だとさ わずかばかりを 欲の皮
爽続は 親が主動で 決めるが基本 民法なんざあ 参考書
ズバリ言う 相続財産 逆説じゃない 不平等に 分けるべし

菅谷信雄
マンション長屋のアレ・コレ・ソレ・ナニ談義
★我が家のマンションの門の外に桜田通りの並木道があります。
今年は、ここで花見を行います。これを「桜田門外の宴」と名付けました v(^^)v
★赤羽にある緑道公園を夫婦で訪ねました。途中歩いていると、急にくしゃみが出始めました。
上を見上げると、何とハナミズキの木でした。これぞ「鼻水の木」と大爆笑でした。
★妻：
「家計簿をつけて 40 年、習慣になっちゃった。これがへそくりが貯まる秘訣なの！」
夫：
「へそくり 3 年、家計簿 8 年。このジョーク、確か結婚 8 年目の時に言ったよね」
妻：(^人 ^；）
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桑原 妙子

「言いにくい言葉」

・骨粗鬆症（こつそしょうしょう）・手術室（しゅじゅつしつ）・集中治療室（しゅうちゅうちりょうしつ）
・肩たたき券（かたたたきけん）・派出所（はしゅつじょ）・輸出中（ゆしゅつちゅう）
・完熟無花果 （かんじゅくいちじく）・躾教室（しつけきょうしつ）・取捨選択（しゅしゃせんたく）
・老若男女（ろうにゃくなんにょ）・美術準備室（びじゅつじゅんびしつ）
・白装束集団（しろしょうぞくしゅうだん）・α波（あるふぁーは） ・炙りカルビ（あぶりかるび）
・薄力粉（はくりきこ）・貨客船万景峰号（かきゃくせんまんぎょんぼんごう）
・高速増殖炉もんじゅ（こうそくぞうしょくろ） ・ジョジョ実写化（じょじょじっしゃか）
・来場者数（らいじょうしゃすう） ・火星探査機（かせいたんさき）・深層水素水（しんそうすいそすい）
・豊洲市場（とよすしじょう）・ミラ・ジョヴォボビッチ ・滑舌（かつぜつ）
・高所得者層（こうしょとくしゃそう）・マサチューセッツ工科大学（まさちゅーせっつこうかだいがく）
・口利き疑惑（くちききぎわく）
香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳 「満点の黒雲ヨット腕試し」

供白髪互いに焼く程油無く
失恋の涙に溺れ枯らす愛
酒飲まず酔いボケ出来る歳になり
だからって人生百が目出度いか
シルバーの計画帳は穴だらけ
見せかけの非核化踏んでトラ跳ねる
北と米平行列車ハノイ行
徘徊の噂で止めたウオーキング
高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.333 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

「嘘をついたが 隠蔽じゃない」 こんな屁理屈 通る国
民意蹴散らし ジュゴンの住処 チュラ海埋立て 辺野古基地
誤認発言 訂正・お詫び 陳謝大臣 桜田氏
戦後最長 景気が続く 誰も思わぬ 景気感
セブン・イレブン 良くない気分 人手不足の 夜間業
マネーは落ちるが マナーも落ちる 痛し痒しの 観光地
人も資金も 五輪へなびく 被災者嘆きの 恨み節
ルノー・日産・三菱合議 先ずはゴーンの 鬼は外
乱射事件で 規制の声が 直ぐに忘れて また乱射
ドクターストップ 透析中止 患者無視して 命断つ
家庭内での 体罰禁止 虐待おやじの 取り締まり
建築確認 不作為見越し 手抜きしていた レオパレス
行方不明の 学生分も 補助金取ってた 福祉大
ゲーム感覚 ゲノムをいじりゃ 遺伝子組み換え めっちゃくちゃ
津波被災者 鉄道フアンも 開通待ってた リアス線
派手なイチロー 引退ショーで 後が出にくくなるジロー
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海郷達人

今月の駄洒落

1．ホテルのバイキングで食中毒だってさ。

原因はばい菌らしい。

2．今、難しい問題を抱えているんだ。

それはなんだい。

3．メイ首相、BREXIT で国論が割れ、大変だね。

メイ走してるよ。

４．日本はおもてなしの国です。

ふーん、ウラばかりか。

５．カップヌードル食べてる二人は？

ヌードカップル。＊ｱﾅｸﾞﾗﾑ（文字入替）

片岡隆

古々米のどんぶり飯（古くて臭いし、かさが張りすぎとの苦情多し）

★少笑すみませんが
●西武線の駅名をいじる
高田馬場：高下駄のばばあ
上石神井：癇癪じじい
野方：脳ガタ（頭にガタが来ている）
国分寺：ごくつぶし
花小金井：花子が居ねえ（ネコの家出）
鷺ノ宮：詐欺飲み屋
新井薬師前：あらいや、くしゃみ
田無：たにし、たむし、魂
●全面リフォーム
2 ヵ月間の海外出張が決まった。そこでひらめいた。我が家は相当古くなっているので、
この間に全面的にリフォームしようと。そこで、知り合いの工務店に電話した。
「これから 2 ヵ月あるから、全面的にやってくれ」「どんな風にする？」「相当古いから、
全面的にやってくれ。きれいに、すっきりと･･･」「すっきり、さっぱりだな。任せろ」
帰国した。家はおろか、門塀・植木もなかった。部分的ではなく、全面的にやったとのこと
だった。「さっぱり」を受け流した俺が悪かった。

野本浩一
お写落日記 【厳正な選考を経てつく責務 見事果たしてみるぞと誓う】
ジョークサロン同人の皆さんに負けまいとして・・・ではないものの、短
歌・川柳や USO 放送（読売）に投稿するもことごとく弾かれ続けた。何か
ないかと思っていたら、読売新聞で「生活応援隊」の募集があったので、ジ
ョークやゲームのことを書いて応募した。
3 月１日：2 月末日を持ちまして募集を締め切りましたが、おかげさまで定員を
超える多くの方からお申し込みをいただきました。選考の結果につきましては、3
月 15 日頃までに、それぞれご連絡させていただく予定です。もうしばしお待ちくださいませ。
3 月 15 日：厳正なる選考の結果、メンバーとしてご参加をお願いしたく、ご連絡を差し上げました。
この 4 月から来年 3 月までの 1 年間、ご協力をお願いいたします。
2 月末の〆切りまでに、全国から大変多くのお申し込みをいただきました。
「印象に残っている記事」
「くら
し面の記事のアイデア」など、びっしりと書き込んでくださった方も多く、担当者一同、大変ありがたく、嬉
しく思いながら、一件ずつ丁寧に目を通させていただきました。
さあ、どんな協力ができるのか。身も震える思い。隊員の責務は重いかもしれないなぁ。
生活を応援します一年間 みなさん支援鞭撻下さい
手に負えんことは応援出来ないか 終えんことには男がすたる
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狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門

曽田英夫

● 金はなくとも 気楽に過ごす
退職後 収入は消え 年金で 金はなくとも 気楽に過ごす
１日に １合酒で 我慢する 金はなくとも 気楽に過ごす
新聞や 雑誌を買わず 情報を 金はなくとも 気楽に過ごす
年老いた 猫は病気で 病院ニャ 金はなくとも 気楽に過ごす
● 爆笑続き 血流が良く
このサロン 笑い求めて 続いてる 爆笑続き 血流が良く
寄席へ行き 続き出てくる 落語家に 爆笑続き 血流が良く
気心が 通じる友と 呑むときは 爆笑続き 血流が良く
宴席に 笑い上戸が 揃ったら 爆笑続き 血流が良く
● 急ぐことなく ゆっくりしたら
目の前に なみなみついだ 日本酒が 急ぐことなく ゆっくりしたら
通勤時 電車が遅れ マジ遅刻 急ぐことなく ゆっくりしたら
５時になり 今日の仕事は きつかった 急ぐことなく ゆっくりしたら
２２から 働きつづけ ７０に 急ぐことなく ゆっくりしたら
鎌倉市＠若狹芳生
① 啓蟄

吉永こ百合（尾垣聡子）

■３月の風物詩にまつわる創作漢字
②春雷

③春風

はめ字「水の音」

④春雨

⑤竹の子

こ百合のひとりごと～牛丼～

吉野家の牛丼～（ネットより）
吉野家で、牛丼を食べていたら
隣に座っていた見ず知らずのオジサンが、
「もっと栄養のあるものを食べなさい」と言って
千円札を置いていきました･･･。
（アト、2 回、牛丼食べれる～）
若い女の子
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞ ＜頓珍漢な会話＞ 「イチロー」という大輪、惜しまれて引退！
<幸>イチロー選手が引退したな。
<裕>ベースボールの原点を再認識させてくれた本物のスーパースターやったな。
あの素晴らしい選手と同じ時期に同じ空気を吸えたのは望外の幸せやったで。
<幸>そやな。ところで、イチロー選手が仰木監督と出会ってなかったら、どうなってたかな？
近鉄野茂英雄の奔放なトルネード投法を容認した仰木監督はイチロー選手の変則的な
振り子打法にも手を加えへんかった。悪球にも手を出す＜打ちたがり屋＞が、
ボール打ちに厳しいＶ9 川上監督のもとで仮にプレーしていたら、どうなったかな。
<裕>ワテもイチロー選手に負けない宝物を持ってるで。
<幸>ほんまか。それなんやねん。
<裕>ワテも大学受験「一浪」やねん。
<幸>そう言えばジョークサロンの会長さんも仰木監督みたいに仰ぎ見る存在やな。
<裕>ほんまや。メンバーの個性豊かな笑品にケチつけんと伸び伸びやらせてくれはるもんな。
仰木監督以上かもわからんで。
<幸>ソーダ(曽--田)ネー。
<裕>ソーダ(曽--田) ソーダ。

小宮三千夫

俵万智｢サラダ記念日｣より５

♥ため息をどうするわけでもないけれど 少し厚めにハム切ってみる
♠ため息をどうするわけでもないけれど おかわりのご飯大盛りにしてみる
♥寄せ返す波のしぐさの優しさにいつ言われてもいいさようなら
♠寄せ返す波のしぐさに苛ついて言ってしまったさようなら
♥明治屋に初めて二人で行きし日の苺のジャムの一瓶終わる
♠明治屋に初めて二人で行きし日の苺のジャムの一瓶一日で終わる
♥優等生と呼ばれて長き年月をかっとばしたき一球がくる
♠劣等生と呼ばれて長き年月をかっとばしたき一球はまだ来ず
♥ポン・ヌフに初夏（はつなつ）の風ありふれた恋人同士として歩きたい
♠言問橋に盛夏（せいか）の花火ありふれた恋人同士があふれ歩けない
佐藤忠恕

○ 同音異義川柳 no.19

◎ もうこんないと
歳を取り もうこんな糸 作れない
歳を取り 毛根無いと 禿になる
◎ いりゅうしたけど
友人を 慰留したけど 退職し
犯人は 遺留したけど 捕まらず
◎ いるかいないか
今家に 居るかいないか 電話する
水族館 海豚いないか 電話する

◎ きさいをさぐり
わが父は 奇祭を探り 書に残す
戸籍簿の 記載をさぐり 祖父見つけ
◎ おいてきぼりの
あの女優 置いてきぼりの 身を託つ
あの女優 老いて木彫りの 職を得る
◎ あかるいきたい
探してた 明るい期待 今いずこ
探してた あ、軽い気体 ヘリウムだ
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

散歩篇（ある日の散歩での出来事：フンガイの事）

散歩・・・基本的には遊歩道か車が通るか、通らない路地裏を歩いているが、ただ一つだけ問題あり、この
ような道は特に犬の散歩道にもなっている為、所謂「フンガイ」である。大半の犬の飼い主がフンをきちんと処
理を行なっている。結構、後始末に奮(フン)闘している。問題は一部のやから。フンの後始末しないから、す
ぐ立ち去ってしまうので、そのやからには遭遇したことがない。問題はわんちゃんではなく、飼主のモラルの
事である。
・・・フンを踏ん（フン）じゃいそうになった。その位置のままに放置。歩く位置だから、一層踏みやすくなる。
道の脇にずらす気持ちもなく、犬を飼う資格のないやからだと思いつつ、憤慨（フンガイ）して帰宅。・・・新聞
を読んでいたら、犬のフンガイに関する記事・・・共感する事あり、苦笑してしまった。
横浜市でも一部で掲示しているけれども、効果はどうだろうかと思うが、いずれに
しても飼い主の自覚に頼るしかない。・・・遭遇する確率低いが、踏んだら大変。
笑いのポイント（笑点）
フン：踏（フン）じゃいけないように歩いているつもり
ガ：が（ガ）、何故か踏ん（フン）じゃいそうになる
（過去には踏（フン）んじゃった為、後始末が大変だった）
イ：以（イ）外にも、フンガイに関する記事に読んで何となく気分的に救われた気もする。
フンに関連した一日ではあったが、偶然にもフンガイに関する新聞記事と重なり、
ホットした感じになり、思わず苦笑にと展開した。
「フンを踏む」は「ウン（運）がつく」にはつながらないようです。
森昤二

森先生 の 『駄洒落節だよ 人生は！』
天才笑刻家 岩崎 祐司 と
転載乞免呈汰 森 昤二 の おにオニコラボ
（ 渡る世間は鬼ばかり 編 ）
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平井幸雄

長～い名前・寿限無のいろいろ

落語「寿限無」は早口言葉の面白さがあり、前座噺である。噺の内容よりも、暗記技術の練習、 会話の間
の取り方、人物の演じ分けなど、落語家の基礎訓練のためのもので、私も口慣らしに、 時々つぶやくことがあ
る。しかし、「寿限無」を高座にかけたことがない。 落語の基本「寿限無」をいろいろと研究してみた。 丈
夫で長生きする名前のおかげで、病気もケガもせず、大きく育って小学校に入学。胸に付けた 名札はこうなる
のかな？
＊↓こちらは新・寿限無

パブロ ディエゴ ホセ フラ ンシスコ デ パウラ フ
アン ポムセーノ マリア デ ロス レメディ オス シ
ブリアー ノ センティシマ トリニダード ルイス イ
ピカソ
Pablo Diego Jos Francisco de Paula Juan
Nepomuceno Crispn Crispiniano de la Santsima
Trinidad Ruiz Blasco Picasso y Lpez

＊画家ピカソのフルネーム（本名）は右の通り⇒
長いですねぇ。覚えきれませんねぇ。

柴本和夫

言葉の研究

１.世相の話題
・石巻出身の内田裕也・・・誕生の地は石巻（ロック・ロール）、ロックンロール人生が始まった
・官のお粗末な行政指導に民間が苦言・・・・まず官が手本を示せ！官より始めよ
・地方新聞は、「逝去新聞」・・・・・死亡・葬儀情報が盛りだくさんで、購読数キープ戦略
・チコちゃん 5 歳：イチロ－45 歳・・・・ボーと生きていると叱られる。
２.ミニものはつけ
・プロレスのデストロイヤーと聞いて浮かぶものは・・・・必殺の四の字固
め
・謝恩会で、「恩師の恩情」に重ねるものは・・・・・・・・・感謝の恩の字重
ね
・安倍首相が「孟母三遷の教え」から学ぶものは・・・・・総裁の四選の教
え
３.あなた様は○○様です
・三波春夫の言葉・・・お客様は、神様です。
・亡くなった方への呼びかけ・・・あなた様は、仏様です。
・ゴーンの辣腕弁護士に感謝の言葉・・・あなた様は、お代理様です
伝笑鳩の愛読者様は、神様です。例会参加者様は、お客様です。
30 周年に向けて、おおいに笑おう～ジョークサロンで
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★2019 年 3 月 27 日例会参加者 太字は初参加

16 名参加

野本浩一、片岡隆、高木正明、小宮三千夫、柴本和夫、曽田英夫、芝崎満夫、米岡泰
平井幸雄、桑原妙子、佐藤忠恕、大鳥羽裕太郎、海郷達人、森昤二、松戸仁一、尾垣聡子
＊3 月の福島復興支援コンサートの打上げでお会いしました松戸仁一さんが初参加です。

＊右から 3 人目：松戸仁一さんです

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場 18：00
（例会参加費：男性 1000 円、女性 500 円）
5 月 22 日（水） 千代田スポーツセンター ７階第 2 集会室
6 月 26 日（水） 千代田スポーツセンター
予定
7 月・・・・・30 周年記念会合を計画中です
７月 24 日（水）、8 月 28 日（水）、9 月 25 日（水）・・・
千代田スポーツセンター
住所 千代田区内神田 2-1-8 ℡03-3256-8444

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2019 年 3 月 19 日～4 月 15 日
切手： 大石脩
カンパ：森昤二、大石脩、浜田頓坊

送付先 〒146-0085 東京都大田区久が原 6-20-11 野本浩一宛
℡＆fax 03-3753-7725（fax は am9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
☆郵送希望の方は 上記 野本宛、82 円切手 15 枚を送付下さい。
☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/ ＊是非、訪問して下さい。
伝笑鳩 No.355 発行 2019.4.24
変集鳥・・・野本浩一
変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ
阿部博・印南博之・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・神代京子・香野好勇・小宮三千夫
佐藤俊一・佐藤忠恕・芝崎満夫・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・野本浩一・平井幸雄・森昤二
門口泰宣・米岡泰・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・樋口七郎・若狭芳生
伝笑鳩マスコットカット：天野秀雄
おわらいカット：曽田英夫
ホームページ：河井康博、波木博信、野本浩一
発行：ジョークサロン
カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。鳩が喜び、♥（はーと）が感謝です。

- 10 -

